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＜点 鐘＞ 会長 永家 将嗣 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞  

＜本日のビジター＞  

高山ロータリークラブ  青山 真琴 様 

可茂ロータリークラブ  村瀬 守 様  

＜本日のゲスト＞  

国際ロータリー第 2630地区濃飛グループ 

ガバナー補佐  兼松 政則 様 

青少年交換留学生  

ヴィクトリア アン マチセン 様 

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、先週は会員維持増強委員会の担当例会

でしたが鶯塚さんと植木さんの新入会員セレモニーや交

換留学生 ヴィクトリア 

アン マチセンさんのご

挨拶 ロータリー財団奨

学生 清水志野さんの帰

国報告があり時間が一杯

で会員維持増強委員会が

企画されていた増強セミ

ナー報告が出来ず久々野

委員長には大変申し訳なく思っております。 

今月は「新世代のための月間」ですが 8月の「会員増強お

よび拡大月間」のお話をしたいと思います。 

この 2630地区は 5月までは会員が順調に増えていきます

が 6月に入ると１００数拾名の会員が退会される現状が

あります。この会員減少を食い止めるために、地区の会員

基盤増強維持部門では次の 3つの事に力を入れて下さい

との事でした。 

① 例会出席の重要性をもう一度考え直す。例会に参加し

てもらって何か一つでも持ち帰ってもらうように例会

運営を行う。 

② 原点に返り RI定款・細則 ロータリークラブ定款・細

則を守り、全ての最終決定は理事会であること。 

③ 誰でもが入会できないので、常にロータリアンである

ことに誇りを持つこと。 

無理をして一度に多くの入会を行っても、その反動は出て

くるのでコツコツと増強に向けて動くことが大切との事

でした。 

 

＜幹事報告＞ 幹事 高原 清人 
 

◎ＲＩ本部より 

 ・ザ・ロータリアン誌 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・ＲＩ財団室ニュース 9月号 

〇ロータリー友事務所より 

 ・広報誌のご案内 

（ロータリー世界と日本＆あなたも新しい風に） 

〇高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  9月 18日（木）12：30～  

ホテルアソシア高山リゾート 

  高山 3ＲＣ合同ガバナー公式訪問のため 

  10月 9日（木）休会 定款により 

＜飛騨高山おもてなし文化振興会事務局より＞ 

 ・おもてなし文化支援事業会員募集のお願い 

 

＜ガバナー補佐あいさつ＞ 

国際ロータリー第 2630地区濃飛グループ 

ガバナー補佐  兼松 政則 様 
 

本日 2回目の訪問です

が、坂祝から遠距離と

いうことと高山中央

ロータリークラブの

雰囲気を感じてもら

うために会のメンバ

ーに同行してもらい

ました。先日の大雨で

高山も大きな被害が発生したようですが、皆様方はいかが

でしたでしょうか。ガバナー補佐になり、ガバナー月信を

よく読むようになりました。訪問も今回が 5クラブ目で、

少しずつ意見が言えるようになってきました。本日は高山

中央ロータリークラブの活動を参考にさせていただきた

いので、後ほどのクラブ協議会ではよろしくお願いします。 

 

◆会長  永家 将嗣   ◆幹事  高原 清人   ◆会報委員長 岩垣津 亘  ◆会報担当 谷口 欣也 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1017 回 
53 名 52 名 47 名 － 90.38% 

前々回 

1015 回 
51 名 50 名 31 名 6 名 74.00% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2014～2015 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「心に響き 心に残り そして心が熱くなる」 
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＜本日のプログラム＞ 

創立 25 周年実行委員長   橋本 修 
 

「本日は、創立２５周年記念大会に向けて、それぞれのグ

ループにて意見を出し合

い、記録係りがまとめて

下さい。次回の実行委員

会の会議の参考とさせて

もらいます。決定してい

るのは日程のみです。本

日は行事が重なり思うよ

うに時間配分が出来ず申

し訳ございませんでした。「創立 25周年の意義」について

2名の方にスピーチして頂き、その後グループディスカッ

ションをお願いします。 

 

クラブ管理運営委員長 山本 辰男 
 

「創立２５周年」の意義を考えた時、結婚なら銀婚式に当

たり、四半世紀という大きな

区切りでもあります。高山西

ロータリークラブが創立２

５周年記念事業として高山

中央ロータリークラブを創

りました。当クラブの活躍は

西クラブの２５周年記念事

業が継続していることを意

味します。 この後島さんも話されると思いますが、２０

周年では内向きに充実した事業を行いました。２５周年で

は外に向けた良い事業を行いたいと思います。 

創立２０周年実行委員長 島 良明 
 

２０周年では、「俺たちの、俺たちによる、俺たちのため

の事業」ということで、各自

が自由なスケジュールを立

て函館へ旅行に行きました。

２５周年は何か後に残るも

のにしてはどうかと思いま

すが、本日は皆さんでしっか

り協議してください。 

グループディスカッション 
＊進行と記録係り 

テーブル名 司  会 記  録 

Ａ 松之木映一 村瀬 祐治 

Ｂ 永井 信次 平林 英一 

Ｃ 坂之上健一 久々野国良 

Ｄ 下田 徳彦 清水 幸平 

Ｅ 田中 雅昭 足立 常孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜9月の誕生日＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

下田 徳彦   Ｓ４２年 ９月 ４日 

坂家 賢司   Ｓ３７年 ９月 ５日 

中田 一男   Ｓ２３年 ９月 ９日 

平林 英一   Ｓ２６年 ９月１６日 

新井 信秀   Ｓ２６年 ９月２０日 

高原 武夫   Ｓ２４年 ９月２１日 

内田 茂    Ｓ２６年 ９月２１日 

村瀬 祐治   Ｓ２８年 ９月２２日 

三枝 祥一   Ｓ２５年 ９月２５日 

＜夫人誕生日＞ 

足立 常孝   加代子   ９月１５日 

坂家 賢司   茂美    ９月２７日 

＜結婚記念日＞ 

都竹 太志   Ｈ１５年 ９月２１日 

高木 純    Ｓ６１年 ９月２７日 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

本日は２回目のＡＧ訪問です。よろしくお願い致します。 
     濃飛グループガバナー補佐 兼松 政則 様 

 

本日はよろしくお願い致します。 
 高山ＲＣ 青山 真琴 様 

 

ＡＧ兼松政則様、可茂ＲＣ村瀬守様、高山ＲＣ青山真琴様
のご来訪を歓迎申し上げます。兼松ＡＧにはおかれまして
は、後程クラブ協議会でお世話になります。ヴィクトリア
さんのご来訪を歓迎致します。夏がないまま９月に入りま
した。皆様、体調には充分留意されご活躍下さい。 

                  理事役員一同 
 

兼松ＡＧ、村瀬様、青山様のご来訪を歓迎致します。ＡＧ
には、ご指導をよろしくお願いします。   永家 将嗣 
 

青山さんの来訪を歓迎致します。身体に気を付けましょう。 
             山本 辰男 

 

高山ＲＣの青山様のご来訪を歓迎致します。 久々野国良 

 

 

 

青山真琴さんのご来訪を歓迎申し上げます。久しぶりと言
うか始めて、中京高校の軟式野球が全国ネットとなり良い
宣伝になりました。今朝、息子と一緒にＣＢＣ生出演の後
輩達の活躍に喜びました。          橋本 修 
 

ヴィクトリアさんのホストファミリーを受けて毎日楽し
い日々が続いています。娘を持つ親の気持ちが少しは分か
る様な気がしてきました。ハラハラ ドキドキ ニコニコ
へ。                    高木 純 
 

昨日、バーディーが取れたのでニコニコへ。もうありませ
んから。                  周 信夫 
 

本日は国島市長の当選証書付与式があり元気に初登庁さ
れましたので報告を兼ねてニコニコへ。   西倉 良介 
 

本日、早退させて頂きます。 
      永田 富次・仲谷 政美・前越 路子 

 

 


